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ご意見等について回答いたします。

外来窓口から職員を叱る声が聞こ

えてきた。患者に聞こえるような声

の大きさで言うのはいかがなもの

か。同じ空間にいて気分が悪かった。

不快な思いをさせてしまい申し訳

ありませんでした。職員間における

感情的・高圧的な言動は控えるよう

指導いたしました。外来窓口は、患

者さんを最初に受け入れる重要な場

所であり、患者さん相談しやすい環

境となるよう配慮していきます。 

（看護部）

病室での病状説明は、プライバシ

ーの配慮がないように思う。他の患

者さんへの説明が聞こえのたで、自

分への説明も他の患者さんに聞こえ

ていると思う。 

今後、大部屋での症状説明はでき

るだけ避け、別室で行うなどしてプ

ライバシーの保持に努めてまいりま

す。 

（看護部）

職場の人間関係の不満を来院者に

聞こえるように話すのはやめてほし

い。診察を受ける方として不安にな

る。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ありませんでした。職員同士の会話

について、内容や場所に十分注意す

るように指導いたしました。 

（看護部）

食事中など人が少なく患者が自分

の意思が伝えられないと後回しにな

ってしまっていた。 

食事介助を要する方が多く、一人

ひとりの患者さんへの配慮が欠けて

いました。今後は配膳時に声掛けを

行うなどして対応してまります。貴

重なご意見ありがとうございまし

た。 

（看護部）

食事のときの麦茶のカップが生臭

いときがあり、子どもに飲ませるの

に不安があった。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ありませんでした。お茶のカップは

手洗いし、食器洗浄機にかけた後、

食器消毒保管庫にて 90℃で 60 分間

乾燥させて保管しています。今後も

衛生管理には気をつけてまいります

が、もし、お気づきの点がありまし

たら遠慮なくスタッフまでお申し付

けください。 

（栄養科）

面会許可証を登録してある人は、

入館のたびに記帳する必要は不要な

のではないか。 

面会許可証を発行し、入館のたび

に個票を記載していただいている理

由は、入館された方が、もし新型コ

ロナウイルスに感染していたと後で

判明した場合、入館された時間を特

定し、院内の感染状況を把握するた

めであります。お手数ですが、患者

さんへの感染防止のためご協力をお

願いいたします。 

（総務課）

個室は快適だったが、空調が利き

すぎて気をつけないと風邪をひきそ

うだった。また、窓の施錠部や床の

汚れ（黒カビ？）が少し気になった。

不快な思いをさせてしまい申し訳

ありませんでした。室温調整は現在、

集中管理で温度設定をしており、天

候や場所によって温度差が生じて不

快に感じられることもあると思いま

す。今後、施設改修の際には、快適

な空調の調節が簡単にできるよう設

備を検討してまいりますので、ご理

解のほどお願い致します。 

また、各所の汚れにつきましては

清掃の委託業者により一層丁寧に清

掃するよう指導しました。長年の利

用により清掃でも落としきれない汚

れも目立ってきております。汚れが

気になる際には、清掃しますのでご

連絡下さい。貴重なご意見ありがと

うございました。 

（総務課）

トイレの流れが悪い。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ありませんでした。トイレの流れが

悪い原因はタンク内の水量が少なく

なったり、排水管のつまりなどが考

えられます。流れが気になる際には

原因を調査し、対応しますのでご連

絡ください。貴重なご意見ありがと

うございました。 

（総務課）

ブレーキの利きが悪い車椅子があ

った。 

車椅子全てを確認し、不具合のあ

るものは修理しました。定期的に点

検・清掃を行っていますが、今後は

よりいっそう安全に配慮してまいり

ます。ご指摘いただきありがとうご

ざいました。 

（看護部）

①北側の病室の窓の外が配管で殺

風景だったので、緑化すれば良いと

思った。 

②病室のあるフロアに自動販売機

があれば、人の多い１階まで行く必

要がないので安心できる。時節柄不

安だった。 

①貴重なご意見ありがとうござい

ます。屋上に緑化をした場合、防水

層への影響や、耐震性の低下等が考

えられるため、難しいと考えており

ます。ご理解をお願いします。 

②入院患者さんの中には、食事療

法をされている方が多数いらっしゃ

いますので、設置は考えておりませ

ん。ご理解をお願いします。 

（総務課）

①病室のテレビ棚にコンセントか

USB給電があると助かる。 

②入院にあたり記入する用紙の記

入日爛がいまだに平成表記だった。

①現在のテレビ台は、電源は付い

ておりませんが、病院全体の電気の

容量等も加味しまして、今後配置す

る事業者と検討していきたいと思い

ます。 

②「入院のご案内」の冊子につい

て確認したところ、改善前の古い冊

子を使用していた部署がありました

ので、すべて回収し令和表記の冊子

と差替えをいたしました。ご指摘い

ただきありがとうございました。 

（総務課、医事課）

口のきき方が丁寧語すらできない

看護師がいた。態度が悪く、気遣い・

気配りができていないように思いま

す。 

不快な思いをさせてしまい申し訳

ありませんでした。看護師には丁寧

な言葉遣いと患者さんへの気配りが

できる対応を指導しました。 

（看護部）

お礼のお手紙をいただきました。 

（4A） 

痛い時、辛い時、心強くいつも笑顔

で寄り添ってくださり心より感謝し

ています。ここで産むことができて

良かったです。ありがとうございま

す。 

（4A） 

今回は 2人目の出産なので、「1度

経験しているし大丈夫」という自信

があったものの、いざ出産した後は
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手術の傷も痛く、コロナの影響で家

族と面会もできずと、いろいろ不安

になっていました。しかし、病棟の

看護師さんは皆優しくて安心して入

院生活を送ることができました。本

当にありがとうございました。 

（4A） 

分娩中、色々声をかけてくれたの

で安心して出産することができまし

た。入院中も細かいところまで気を

配ってくださったので良い入院生活

を送れました。 

（4A） 

初めての出産でわからないことだ

らけでしたが、一つ一つの困ったこ

とに対して真剣に話を聞いてくださ

り、対応してくれました。 

（4A） 

初めての出産でしたが、無事出産

できました。女性医師が多く、ベテ

ランの看護師がついてくれるので、

恥ずかしいことも相談でき、安心し

て任せられました。 

（4A） 

看護師の皆さんがいつも元気なの

で、パワーをもらいました。また、

優しい言葉もとてもうれしかったで

す。 

（4A） 

我が子に対して態度良く接してく

ださいました。また、母乳測定に関

して一番ほめてくれました。そのお

かけで入院時、頑張って母乳をあげ

られたと思います。ありがとうござ

いました。 

（4A） 

スタッフの対応が良く、入院が長

引きましたが快適に過ごすことがで

きました。ありがとうございました。

（4B） 

説明は丁寧でわかりやすく、優し

く接していただいので、不安の中で

もとても救われました。本当にあり

がとうございました。 

（4B） 

一緒に泣いてくれた看護師さんが

いて嬉しかったです。これから治療

頑張ります。ありがとうございまし

た。 

（4B） 

スタッフの対応がベリーグッドで

した。 

（4B） 

医療にかかわる皆様は、仕事が多

く大変かと思いますが、健康に気を

付けて、私共患者に寄り添っていた

だくようお願いします。ありがとう

ございました。 

（4B） 

全ての看護師さんがとても優しく

親切で、安心できました。ありがと

うございました。 

（4B） 

初めての入院で不安なこともたく

さんありましたが、皆様のおかけで

無事退院することができました。あ

りがとうございました。 

（4B） 

一週間ほどの入院でしたが、とて

も丁寧で温かみのある対応でした。

色々な不安を取ってくださり、本当

にお世話になりました。 

（4B） 

経口負荷試験で日帰り入院でし

た。多々ご迷惑をお掛けしてしまい

ましたが、スタッフの皆さんは嫌な

顔せず対応してくださいました。あ

りがとうございました。 

（4B） 

不安な中で、気になったことを質

問すると、わかりやすく私や子ども

に合わせて答えてくださいました。

ありがとうございました。 

（4B） 

優しく声かけしていただいたり、

色々教えていただいたりしました。

大変お世話になりました。ありがと

うございました。 

（4B） 

お世話になりました。ありがとう

ございました。 

（4B） 

丁寧に対応いただき、ありがとう

ございました。精神的にも支えてい

ただき、子どもも安心できました。 

（整形外科、4B、手術室） 

ぬいぐるみを使っての手術の説明

がわかりやすかったです。全ての方

が優しく対応してくださいました。

ありがとうございました。 

（4B） 

皆さんわかりやすく丁寧に対応し

てくださいました。ありがとうござ

いました。 

（4B） 

優しく声をかけてくれたり、子育

てについて丁寧に教えていただいた

りしました。本当にありがとうござ

いました。 

（4B） 

どのスタッフの方も患者側の気持

ちに沿っていただき、きめ細やかに

対応いただきました。入院中の不安、

先々の不安を聞いていただきたくさ

んの励ましとアドバイスをいただい

たこと、とても感謝しています。あ

りがとうございました。 

（4B） 

皆さん笑顔で安心させてくれまし

た。小児科ということもありかわい

らしくなっていて、子どもも喜びま

した。 

（4B） 

40 歳で初めての出産で、子育ての

経験はなくて日々不安でいっぱいで

した。皆様の優しい声と丁寧なご指

導で少しずつ自信がつきました。こ

れからも子育てに頑張っていきま

す。本当にお世話になりました。あ

りがとうございました。 

（5A） 

術後は微熱が出て食欲も無かった

のですが、氷のうほか看護師の方々

には細かなご配慮をいただき大変嬉

しく思います。本当にありがとうご

ざいました。 

（糖尿病・内分泌・血液内科、耳鼻

咽喉科、5A） 

予約なしでしたが、素早い対応に

感謝しております。内科、耳鼻科、

検査技師、看護師の皆さんお世話に

なりました。 

（耳鼻咽喉科、麻酔科、5A） 

短い期間でしたが、各先生、看護

師の皆様には、入院生活・検査・治

療方法について患者にわかりやす

く、親切丁寧な説明をしていただき

ありがとうございました。安心快適

な入院治療ができました。お世話に

なりました。 

（5A） 

緊急入院でとても不安でしたが、

担当の看護師さんが明るく接してく

れたので、安心して入院生活を送れ

ました。ありがとうございました。 

（婦人科、5A） 

担当の看護師さんは、針が苦手で

点滴を刺すときに、私のペースに合

わせてくださり、優しく寄り添った

言葉をかけてくださいました。処置

後も、不安なことを聞いてくださっ

たので、とても安心できました。ま

た、担当の先生も丁寧で優しかった

ので、安心して手術が受けられまし
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た。 

（神経内科、5A） 

他県から来た私共に優しく接して

くださったり、暖かな声をかけてく

ださったりありがとうございまし

た。どれほど励まされ、慰められた

かわかりません。心より感謝してお

ります。先生は息子の命の恩人です。

本当にありがとうございました。 

（泌尿器科、5A） 

１月から入退院を６回繰り返しま

したが、そのたびに笑顔で声掛けを

してくれたことに感謝しておりま

す。手術前の説明もわかりやすかっ

たので、納得して、安心して手術を

受けられました。先生、看護師の皆

様に心より感謝申し上げます。 

（5B） 

看護師さんたちは、とても優しく、

明るくて心が和みます。ありがとう

ございました。 

（糖尿病・内分泌・血液内科、6A）

先生は、時間をかけて理解できる

ように治療計画等を説明してくださ

いました。家族は不安の中にありま

したが、適宜ご連絡いただき大変あ

りがたかったです。また、看護師さ

んがよく声をかけてくださったの

で、困ることもありませんでした。 

（糖尿病・内分泌・血液内科、6A）

父が入院していた際には大変お世

話になりました。検査の結果や治療

方針についての丁寧な説明と対応、

本当にありがとうございました。ま

た、父の入院生活を手助けしてくだ

さった病棟の看護師、スタッフの皆

様もありがとうございました。 

（6A） 

職員全員にとても親切にしていた

だきました。 

（6A） 

3 回目の入院ですが、明るく気持

ちの良い感じの看護師さんが多くて

助かりました。 

（6B） 

2 か月ちょっとの入院でしたが、

担当医師・看護師さん達が良い人ば

かりでとても過ごしやすい入院生活

でした。ストレスを感じずに入院生

活ができたのは、初めてで楽しかっ

たです。ありがとうございました。 

（6B） 

皆様のおかげで退院することがで

きました。とてもわがままで手のか

かる患者だったと思いますが、皆様

には感謝しかありません。ありがと

うございました。 

（6B） 

主人が緊急入院で、これから先ど

うなるのだろうと苦しい毎日でし

た。主人も先生を信じ治療を頑張り

ましたが、それ以上に看護師さんの

温かい心、励ましがあったからこそ、

ここまで回復することができまし

た。ありがとうございました。 

（7A） 

担当看護師の皆さんは、とても感

じの良い受け答えでした。 

（7A） 

皆様にはお世話になりました。 

（7A） 

初めての入院・手術で緊張してい

ましたが、皆様、色々と声をかけて

くださりありがとうございました。

お世話になりました。 

（7A） 

入院している父の足のむくみ、か

かとが赤くなっているとお伝えする

とすぐに対応してくださいました。

親切にしていただきありがとうござ

いました。 

（7A） 

私たち患者のことをよく考えて行

動していただき感謝しています。皆

さんの心遣いありがとうございまし

た。 

（循環器内科、7A） 

入院するたびに不安と恐怖で心が

乱れますが、病棟の皆様の心優しい

対応に、退院するときには感謝の心

でいっぱいです。7A病棟の看護師さ

んありがとうございました。また、

担当の先生の自信とユーモアのある

施術説明に、患者として安心感を覚

えることができました。ありがとう

ございました。 

（循環器内科、7A） 

親切、丁寧でした。 

（7A） 

朝の薬を間違って昼に飲んでしま

って不安に思っていたが、看護師さ

んが薬剤師さんに問い合わせてくれ

て問題ないとわかり安心できまし

た。ありがとうございました。 

（7A） 

入院当日から親切丁寧に対応して

もらいました。大変な思いをしてい

るはずなのに、嫌な顔を少しもせず、

世話をしている姿に感謝と感動して

います。これからも頑張ってくださ

い。応援しています。 

（7A） 

皆さん親切でした。お世話になり、

ありがとうございました。 

（消化器内科、糖尿病・内分泌・血

液内科、7B） 

入院中、皆様の笑顔ときめ細やか

な心遣いに、勇気とパワーをもらい

ました。退院後は養生とリハビリを

精一杯頑張ろうと思います。ありが

とうございました。 

（7B） 

7B 病棟の皆さんのおかげで、何ら

不安なく入院生活を送ることができ

ました。いつでも笑顔で接していた

だき、感謝の気持ちでいっぱいです。

ありがとうございました。 


